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まあるいカフェ
　10時30分～
　【要予約】

休館：

赤ちゃんひろば
　10時～

休館：

だっこの会
　11時～　P16
図書館を使った

　調べる学習
　コンクール応援講座
13時30分～　【要申込】
ニコリ2階会議室9

休館：

朗読のつどい
14時～ P16
ニコリ2階会議室9

休館： （韮崎以外）休館：

韮崎市ファミサポ
　説明会
　10時30分～　【要予約】
よりみちアート

　13時～　
工作遊び
「フェルトでスイーツ作り」
14時～　【要申込】P16
ニコリ2階イベントスペー
ス

休館：
休館：
　　　

252423222120 26

キッズひろば
　10時～　

休館：休館：

にら★ちび
　森の公園くらぶ
　（雨天中止）
　10時～　【要予約】
　韮崎中央公園
にら★ちびデビューＤＡＹ

　10時20分～

休館： （午前）

青空ママさつえい会
　13時～　【要予約】

休館：

にこにこ子育て相談
9時30分～
（15時まで）【要予約】

休館：

30 31292827

還付金詐欺にご注意！
市役所が電話で税金等の還付について、
ATMの操作を指示することはありません

妊婦さん&
　0歳児ひろば
　10時～
韮崎市ファミサポ説明会

　10時30分～　【要予約】

休館：

新聞紙あそび
　10時30分～

休館： （韮崎以外） 休館：

避難訓練
　11時～

休館： （午前）

1 2

■韮崎市役所 
　業務時間：８時30分～17時15分（月～金）
〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番1号

　☎22ｰ1111　 22ｰ8479

おはなし会と
　折り紙遊び
　14時～　P16

休館： （韮崎以外） 休館：

にこにこ子育て相談
9時30分～
（15時まで）【要予約】
1歳バースデー
13時～　【要予約】

ブログキャンペーン
　10時～　
子育てワンポイント

　アドバイス
　10時30分～　【要予約】

休館： 休館：

赤ちゃんひろば
　10時～

休館：

助産師さんと
　ベビマの会 
　0～8か月児
13時～　【要予約】 P17

休館： （午前）

1110 126 7 8 9
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休館： （韮崎以外）休館：

にら歩歩くらぶ
　(雨天中止)
10時30分～ 【要予約】 
韮崎中央公園　P17
●武田の里ライフカレッジ
13時30分～
東京エレクトロン韮崎文化
ホール・大ホール

休館： （午前）

●老壮大学
13時～

休館：

妊婦さん&
　0歳児ひろば
　10時～

休館：

にら★ちび
　うじゅうの森くらぶ
　（雨天中止）
　10時30分～　【要予約】
　うじゅうの森　P17
おそうじ大作戦

　13時～

休館：

181716151413 19

3

7月22日（水）
13時～ 16時
市役所4階401会議室
1人30分以内　定員6名
※予約受付日
7月10日（金）
8時30分～

総合政策課  政策推進担当
（内線355～ 357）

今月の無料法律相談

納期限（口座振替日）
7月31日（金）

市県民税　　　　　　 1期
固定資産税都市計画税2期
国民健康保険税　　　 1期
後期高齢者医療保険料 1期

税務収納課  収納推進担当
（内線163～ 166）

今月の納税

診察科目 診察日 受付時間 休診日
内科・小児科・外科・
整形外科・放射線科・眼科・
リハビリテーション科

月曜

～

金曜

午前8時30分～午前11時30分
※小児科（午後）　午後3時30分～午後4時
※眼科（木曜）　　午前休診　午後（予約制）

土曜・日曜・祝日・年末年始
※ 急患はこの限りではありま
せん。
※ 当院は院外処方を行ってい
ます。
※ 医師の日程変更による休
診・代診については、お問
い合わせください。

脳神経外科 火曜
木曜

午後1時30分～午後4時
午前8時30分～午前11時30分

泌尿器科 火曜 午前8時30分～午前11時30分
スポーツ外来

木曜
午後1時30分～午後5時

リウマチ外来 午後1時～午後4時
皮膚科 金曜 午前8時30分～午前11時

内科専門外来 診察日 受付時間
胆嚢・膵臓

月曜
午前
8時30分

午前11時

循環器

呼吸器 火曜

消化管 水曜

肝　臓 金曜

腎　臓 火曜 午後1時

午後4時循環器 金曜

韮
崎
市
立
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院
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〔毎週月・水・金曜日〕
■学校教育相談
　9時～ 16時
　かがやき教室
　（韮崎市適応指導教室）
　問：☎23-5653
〔毎週月・木曜日〕
母子健康手帳交付・

　妊婦・一般健康相談
　9時30分～ 16時

〔毎月第4木曜日・要予約〕
■無料法律相談
　13時～ 16時
　市役所4階401会議室
　※年度内1人3回まで
問：政策推進担当（内線357）

〔毎月第1・2月曜日〕
■行政相談（祝日の場合は翌週）
　13時～ 15時
　市役所1階102会議室
問：政策推進担当（内線357）

〔毎週火曜日・第1・3水曜日〕
■消費生活相談
　9時～ 16時
　市役所1階102会議室
問：商工観光担当（内線216）

〔毎週火～土曜日・要予約〕
子育て相談

　9時～ 17時
　問：☎23-7676

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
問：福祉総合相談担当（内線183）
市民栄養相談

〔毎月第2火曜日〕
もの忘れ相談

　9時30分～16時
　問：☎23-4464

相談等 ※祝日は実施しません

：韮崎市民交流センター ｢ニコリ｣
　　開館時間：9時～22時
　　☎22ｰ1121（代表）　 22-1122
　　・地域情報発信センター（9時～20時）
　　　☎23ｰ6886　
：ふるさと偉人資料館　☎21ｰ3636

　　・韮崎大村美術館サテライトスペース
         （9時～ 17時・休館：月曜日・祝日の翌日）
：児童センター　開館時間：10時～19時

　　韮崎児童センター　☎ 22ｰ7687
　　北東児童センター　☎ 23ｰ5550
　　北西児童センター　☎ 22ｰ1775
　　甘利児童センター　☎ 23ｰ1535

：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23ｰ7676　 23-7678
：韮崎市立大村記念図書館　

　　開館時間：10時～20時（土日祝は9時～20時)
　　☎22 ｰ 4946　 22-4950
：青少年育成プラザ「ミアキス」　

　　開館時間：15時～21時30分
　　（土日祝は9時30分～ 21時30分）
　　☎45ｰ9919
：韮崎大村美術館

　　開館時間：10時～17時（入館16時30分）
　　☎ 23ｰ7775

：東京エレクトロン韮崎文化ホール
　　開館時間：8時30分～17時15分
　　☎20ｰ1155　 22-1919
：韮崎市老人福祉センター

　　開館時間：9時30分～16時30分
　　☎22-6944　 22-6980
：韮崎市健康ふれあいセンター

　　ゆ～ぷるにらさき
　　開館時間：9時30分～21時
　　☎20ｰ2222
：韮崎市民俗資料館

　　開館時間：9時～16時30分
　　☎22ｰ1696

：韮崎市営体育館
　　開館時間：8時30分～22時
　　（日曜日および月曜日が祝日の場合
　　8時30分～ 17時）
　　☎ 22ｰ0498
：穂坂自然公園　

　　4月～ 11月：9時～ 17時
　　☎ 37-4362
：韮崎市保健福祉センター　

　　開館時間：8時30分～17時15分
　　☎23ｰ4310　 23-4316

〇乳幼児の健診
　持物：母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑
〇子育て教室
　持物：母子健康手帳、筆記用具など
〇育児健康相談等
　持物：母子健康手帳
〇健康づくり教室
　持物：各種健康手帳、筆記用具、
　　　　各教室にあった服装
　　　　（体操のできる服装等）

凡
例

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時
休館およびイベントが中止・延期となる場合が
あります。

　詳細は各施設にお問い合わせください。

中央公園ミニSL運行日
7/5、12、19、23、24、26
10時～12時・13時～16時
大人・子ども共に100円

（３歳未満は保護者と同伴で無料）

「夏到来！
　 おいしい書籍
　 はじめました★」展示
7月1日（水）
　　～30日（木）　P16 ●サマーイルミネーション

　in にらさき
～7月26日（日）
19時～22時
韮崎駅前広場　P20

企画展
　「穂坂直光展」
～R3年3月21日（日）

企画展
　「生誕110年  荘司福展」
～8月30日（日）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合が
あります。詳細はお問い合わせください。



　　　

TOKYO ELECTRON NIRASAKI ARTS HALL

市民の味方　消費者生活相談窓口
おかしいな？と思ったらまずは相談
消費者相談トラブルにあったら

新型コロナウイルス給付金関連
消費者ホットライン

産業観光課商工観光担当
☎ 22-1111( 内線 216)
月～金曜日
8時30分～17時15分

information
インフォメーション

消 費 生 活 相 談

健診の腹部エコーで胆管拡張、膵管拡張を指摘されました。
どういうことでしょうか？Q.
　胆管は肝臓で作られる胆汁を流す管のことで、肝臓から十二指
腸まで繋がっています。また膵管は膵臓で作られる膵液が流れる

管のことです。胆管、膵管は最終的に１本の管（共通管）となり、十二
指腸の乳頭部という部分へ閉口しているといった

仕組みになっています。
　胆管の太さは 7mm以下（胆嚢を摘出されている方は 11mm以下）、
膵管の太さは 3mm以下が正常とされており、胆管の太さが 7mmを超
えると胆管拡張、膵管の太さが 3mmを超えると膵管拡張となります。
　胆管拡張、膵管拡張の原因は、胆管癌や膵臓癌などの悪性腫瘍、結石
（胆石、膵石、胆管結石）、先天性、加齢性など様々な疾患があり、外科
手術や内視鏡治療などの処置が必要な疾患もあれば、経過観察でよい疾
患もあります。ご心配な方は一度検査を受けることをお勧めします。

にら★ちびデビューDAY
（予約不要）

にら★ちびデビューさ
ん専用のイベントです。
スタッフがにら★ちび
の施設の中をゆっくり
ご紹介します。　　　
デビューDAY特典：
親子の記念写真撮影、お子さんの手形（足形）
サービス、さらに市外でこの日に年間パスポー
ト（1000円）を作っていただいた方にはプチプ
レゼントを差し上げます。

■日　時　7月30日(木)　10時30分～
　　　　　※集合10時20分　にら★ちび（3階）
■参加費　無料　※韮崎市以外にお住まいの方
　　　　　は、入館料（1日券100円または年間
　　　　　パスポート1000円）がかかります。

アドバイザー 韮崎市立病院
内科 医長 深澤 佳満先生

文化ホールインフォメーション

対象地区
可燃 不燃 可燃粗大 不燃粗大 資源リサイクル 自己搬入の日

原則週2回 原則月2回 年6回
（2月に1回）

年6回
（2月に1回） 地区 拠点 (毎週土曜日) 月1回

韮崎
（祖母石・岩根を除く）

2 日、 6 日
9 日、13日
16日、20日
23日、27日
30日

1 日、15日
ー 22日 7 日 4日、11日、18日、

25日
13時～16時
●市役所裏駐車場
●竜岡公民館
　グラウンド
※荒天時は中止と
　なります。

第３土曜
18日

９時～11時（時間厳守）
●エコパークたつおか
へ直接搬入
運転免許証により、韮崎
市民であること、および
住所の確認をします。
※お店や事業所から出たもの
は搬入できません。
※普通乗用車、軽自動車以外
での搬入はできません。

穂坂・藤井・中田・
岩根 8 日 ー 14日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

3 日、 7 日
10日、14日
17日、21日
24日、28日
31日

８日、22日
ー 15日 21日

第４土曜
25日

旭・大草・龍岡 1 日 ー 28日

7
月
の
ご
み
収
集
日
程

休日・夜間の
緊急医療連絡先

●峡北消防本部テレホンガイド　
☎0551-22-8181
　平日　　午後５時15分～翌朝８時30分
　土日祝　24時間対応

●小児救急電話相談窓口
・山梨県小児救急電話相談　
　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　☎055-226-3369(ダイヤル回線)
・山梨県小児初期救急医療センター
　甲府市幸町14－6　☎055ｰ226ｰ3399

受付時間(※共通)
　平日　午後７時～翌朝午前７時
　土 　 午後３時～翌朝午前７時
　日祝および12/29～１/３　午前９時～翌朝午前７時
※対応は、中学生までです。外科的疾患の対応はでき
　ません。

A.

こぶし号 老人福祉センターバス（７月巡回日程）

韮崎地区 2日（木）・10日（金）・21日（火）・31日（金）

穂坂町（権現沢、上の原、上今井、原、長久保）
 3日（金）・13日（月）・22日（水）

穂坂町（日の城、三之蔵、三ッ沢上下、飯米場、柳平
宮久保、鳥の小池） 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　6日（月）・14日（火）・27日（月）

藤井町・中田町・穴山町
7日（火）・15日（水）・28日（火）

円野町・清哲町・神山町
8日（水）・16日（木）・29日（水）

旭町・大草町・龍岡町
1日（水）・9日（木）・20日（月）・30日（木）

●老壮大学 17日（金）

巡回日程に変更がある場合は、区長を通じて連絡します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運休となる場合
があります。詳細はお問い合わせください。

　　　　■問い合わせ  老人福祉センター
（☎ 22-6944/ 22-6980）　　　

　当ホールでは、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、以下公演を延期ま
たは中止としています。
　払い戻し方法やその他最新情報はホー
ムページもしくはお電話にてご確認くだ
さい。

  延期　
徳永ゆうき歌謡コンサート2020
R2年5月15日(金)
13:30開場　14:00開演

↓ 　　　　　　　
R3年2月23日(火・祝)
開場・開演時間同上
※7月26日(日)まで払い戻しを承ります。

延期　
開館25周年記念
Life is Songs! （宝塚OG）
R2年6月20日(土)
16:30開場　17:00開演

↓ 　　　　　　　
R3年1月31日(日)
開場・開演時間同上

延期　
水谷千重子ありがとうコンサート
2020 in韮崎
R2年7月5日(日)
16:00開場　16:30開演

↓ 　　　　　　　
R3年1月11日(月・祝）
開場・開演時間同上

  中止　
沢田研二 LIVE2020 
「Help! Help! Help! Help!」
8月1日(土)

※8月2日(日)まで払い戻しを承ります。

お問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール
☎ 20-1155　  22-1919

開館時間：8時30分～17時15分
休 館 日：6日、13日、20日、27日
※ 駐車場の収容台数は限りがあります。
　ご来場はなるべく公共交通機関をご利用
　ください。
※公共スペースの換気・衛生
　強化に努めています。

注

　　　 フリーダイヤル：0120-213-188
　　　　　　相談受付時間　10時～ 16時（土曜、日曜、祝日を含む）

給付金や助成金の支給に便乗したトラブルや悪質商法には注意
が必要です。
国民生活センターでは、「新型コロナウイルス給付金関連消費
者ホットライン」を開設し、フリーダイヤル（通話料無料）で、
給付金に関する消費者トラブルについての相談を受け付けてい
ます。

 国や地方公共団体の給付金・助成金を装った
 詐欺にご注意ください！

・怪しいメールや電話は無視しましょう
・絶対に個人情報を伝えてはいけません
・暗証番号、口座番号、通帳、キャッシュカード、マイ
　ナンバーは「絶対に教えない！渡さない！」
・市区町村や総務省などが以下を行うことは絶対にあり
　ません！ 
　o 現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
　o 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
　o メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求
　　めること

〇特別定額給付金の申請や受け取り、助成金に関するお問い
合わせの場合は、首相官邸のサイト「くらしとしごと支援
策（首相官邸）」をご参照ください。

国民生活センター　ホームページより

企画展「生誕110年　荘司福展」

　女性画家・荘司
福の企画展を開催
しています。
　仏教の世界や古
代遺跡に着想を得
て、壮大な世界を
描き出した作家で
す。ぜひご来館を
お待ちしています。

■開催期間　～８月30日（日）
■荘司福ご子息ギャラリートーク「画人  荘司
　福」美術館内にて放映予定。詳しくはホーム 
　ページをご確認ください。
■開館時間　10時～17時
　　　　　　（入館は閉館から30分前まで）
■休 館 日 1日、8日、15日、22日、29日
■入 館 料　大人　500円
　　　　　　小・中・高生　200円
　　　　　　市内に在住・在学の小中高生は無料
■問い合わせ 韮崎大村美術館　☎・ 23-7775
※インスタグラム・YouTubeにて、展示作の
　紹介を配信しています。「おうち美術館」で
　楽しみましょう。荘司福《聖河二神》


